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✧ 10月 03 日（土）精神保健福祉国際セミナー 北とぴあ 6階ドームホール 18:45 電話申込 03-5939-9603 

✧ 10月 13日（火）第 4回北精連施設対抗歌合戦 北とぴあ 15階ペガサスホール 13:00～16:00 

✧ 10月 17日（土）はたらっくす 17:00～ 障害者センター４Ｆ コミュニケーションルーム 

✧ 10月 24日（土）事業所休所（Ａ型除く）職員研修 10:30～ 19:30  リホーン・プロジェクト 

✧ 10月 26日（月）現場協議会 16:30～ スカイブリッジ 

✧ 10月 27日（火）家族懇談会 16:00～ 自立訓練室         ＜わくわくかん 10月予定表＞ 

2015年 10月号 No.175 

 

    

第 32回共同連全国大会北海道大会が 9月 12日～13日の 2日間、北星学園大学で開催された。「なして

きるの？なしてわけるの？いっしょに考えるべ」と、共同連の理念を呼びかけの形で掲げた本大会では、それに応える

ように 500名を超える人々が集まった。盛りだくさんの内容から、ごく僅かながら幾つかのトピックを紹介する。 

地域そのものが社会的事業所へ―共同連が北海道で全国大会 
初日は、開会式、挨拶などに続き、NPO 法人共同連の斎藤縣

三事務局長から「基調報告」がなされた。本年 4月に施行され

た「生活困窮者自立支援法」が問題点ばかりであることや「悪

しき A型事業所」の拡大などが報告され、そしてこうした流れ

を「福祉から雇用へ」とは反対の「雇用から福祉へ」の動きで

あると結論づけた。 

さらに、シンポジウム「生活困窮者支援と共同連運動」では、

そのような問題意識と連なるテーマが、さまざまな角度から討

議された。現在の政策では「社会的事業所」にあたる構想がま

ったく欠けており、相談の窓口は整備されはじめたとしても、

「出口」戦略が見えてこないことなどが指摘された。結局のと

ころ、一般就労の難しい者が一般就労を目指さなければならな

いシステムであることに変わりはなく、従来の雇用・被雇用の

労働か、福祉での労働かという二者択一の選択肢しかない。こ

れでは、計上された予算 600億円が生かされないという認識が

示された。 

連合などとネットワーク型で展開 
ただ、例えば地元・北海道では「NPO 法人北海道社会的事業

所支援機構」が有志によって設立され、「連合」も参加して仕

組みが築かれつつある。同機構の石澤利巳理事長は、縦割りで

はなく横につながっている「地域そのものが社会的事業所」で

あるようなシステムづくりを目指して事業に取り組んでいる。

このような「モデル」となる事業を、一つでも多く日本中につ

くっていくことが、本当の意味で、生活に困窮している人を救

うに違いない。 

実際、このシンポジウムで報告された例は深刻であった。路

上生活者の支援をしている「NPO法人自立支援事業所ベトサダ」

の眞鍋千賀子代表をはじめ、各シンポジストから、今日明日の

寝る場所も食べる物もない人たちからの相談の例が相次いだ。

誰もが「生活に困る」状況になりうるのだと考えれば、たとえ

今はそうでなくとも、生活に困窮したときに「救われる」制度、

システムがいかに必要であるか、考えなければならない。 

 今大会のゲストスピーカーである辛淑玉（シン・スゴ）さん

（のりこえネット共同代表）の言葉は、生存権を含めて、総括

的に「人権」を考えるときに拠り所となるだろう。「立て、は

らから」と題して行われた記念

講演は、力強い言葉に溢れてい

た。「国家と企業に都合のよい」

人々をつくるのは誰か。命の選

別をしているのは何か。差別と

は出自による選別であり、現在

はすでにレイシズムが「娯楽」

にまでなったと警鐘を鳴らす。

戦争になったら誰から殺される

だろうかと辛さんは問う。例え

ば、ナチスでは政治犯、障がい

者、「ジプシー」（＝不法労働者

と言い換えうる）、そしてユダヤ

人等であった。現在の日本ではどうだろうか。ラディカルな講

演が続くなかあたたかい言葉もまた響いた。「自立」とは「助

けて」と言えることであり、「生きさせろ」と言うことだと語

られる。それはまた戦争や優生思想への対峙でもありうる。 

「出口」となる場をどうつくる?! 
 二日目は、午前に分科会と自主講座、午後に演劇、特別報告

などが行われた。分科会では八つのテーマが設けられ、差別、

教育、経営、就労支援などが幅広く議論された。社会的事業所

をテーマとした第二分科会では、シンポジウムでも議論となっ

た「出口」となる場、すなわち社会的事業所は、法制化がなさ

れていない現在、どのようにして可能かが論議された。就労支

援事業所も含め、事業所はいかなる「社会貢献」ができるのか、

また社会的認知度を上げることの必要性など、興味深い内容が

提議された。なかでも一般企業が参画するためのインセンティ

ブを得ることの必要性といった比較的新しい視点は、現実性が

増したからこその問題提起とも言える。実際に、北海道共伸特

機株式会社（KYOSHIN）では積極的に精神障がい者の雇用を行

っており、「協働」が真剣に模索されている。 

 最後の閉会宣言では、法制化のみならず実際に社会的事業所

の設立を目指すことが力強く語られた。 

次回大会は、およそ一年後、大阪で開催することを決めた。

(Y.N)

 

リボン便り 

ＳＳＫＵ 
 

NPO法人わくわくかん 
編集 〒115-0044 
東京都北区赤羽南 2-6-6  
TEL：03-3598-3337 

シャケ Zo くん 

http://www.wakuwakukan.net/ 

？？なぜリボン？？ 

生まれ変わった 

再生したという意味の 

（Reborn）。 

新しく生まれ変わる 

「便り」にしたくて、名付けました。 

http://blog-imgs-50.fc2.com/t/o/r/toriton/172_pic_03.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-vC754N63MQ8/UYoNJmSnpJI/AAAAAAAARno/p2clhPz6TQM/s800/halloween_pumpkin1.png
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暑かった夏に応援の桜井さんが退職 

 

今月のレシピ 

秋鮭のホイル焼き（和風） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作り方】 

①鮭は Aのたれに 10～15分位つける。 

②玉ねぎはうすくスライスし、しめじは洗ってほぐしておく。 

③アルミホイルにバターをうすく塗り、①の魚、その上に②の野菜、バター角切りをのせてつつむ。 

④フライパンかオーブンで 15分位焼く。 

 

 去年の夏からお弁当の食数が随分伸びていて、今年

度の上半期は去年の同時期に比べて、食数は大体 40％

増となっています。一方、働く人の勤務時間も若干伸

びつつありますが、基本的な運営体制は去年と大きく

変わってはいません。そのため、忙しさや慌ただしさ

がずっと継続しているような気がしています。シフト

に入っている職員が全員出勤

している時には、問題は特には

ないのですが、誰かが有休をと

ったり欠勤が重なったりすると、途端に業務がスムー

ズに回らなくなり、常勤職員の負担が一気に大きくな

ってしまったりしています。 

 7 月下旬から 2 ヶ月足らず、事務局の桜井さんが誰

かが休みで忙しいときに、週 1・2 回のペースで配食

の業務にヘルプで入ってもらうという兼務をしても

らいました。また、8 月からは週 1 回、5 月に事務局

担当で入職した川井さんに A 型業務を兼務してもら

っています。 

 ただ、非常に残念なことに、桜井さんが 9 月 11 日

で退職をされました。A 型での勤務は非常に短い期間

だったのですが、A 型での勤務の記憶が楽しいもので

あることを願っています。この間クリニック、自立、

移行支援、A 型、事務局と多く

の業務を経験した桜井さんが、

次のステップでもわくわくか

んでの経験を、何らかの形で生

かしてくれることを祈っています。 

以下は桜井さんのコメントです。 

 わくわくかんで働いた 2 年ちょっとの間、うれしいことも

苦しいこともたくさん経験させてもらいました。その中でも、

A型のみんなと共に働いた思い出は、私の大切な宝物です。本

当に楽しかった！！ 次のステージでも、羽を思いきり広げて

いろんなことにチャレンジしていこうと思います。お世話にな

りました。                桜井早紀 

就労継続支援 A型事業 

北区赤羽南 2-6-6 

TEL：03-3598-0089 

FAX：03-3598-0089 

【材料】 2 人分 

生鮭 ------------------------------------ 2 切 

玉ねぎ ------------------------------ 1/4 個 

しめじ ------------------------ 1/4 パック 

バター ----------------------------------- 5g 

A しょうゆ ------------大さじ 1 

 みりん --------- 大さじ 1/2 ☆ホイル焼きは大人から子どもまで幅広く人
気があります。旬の魚を色々と試してみまし
ょう。好みで人参、青菜、ピーマンを入れる
ときれいです。玉ねぎの代わりに長ねぎをた

っぷり入れてもおいしいです。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK3sw9y--scCFYTGpgod8_UIww&url=http://candysarry.exblog.jp/10366380&bvm=bv.102829193,d.dGY&psig=AFQjCNGsO1SrxCj8EbdWlt2hBuN-vuNKVQ&ust=1442456280337707
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〒114-0032 北区中十条 1-2-18 

北区障害者福祉センター4F TEL 03-5963-6588

外出の感想～国立科学博物館&牛丼屋～ 
〈みんなの感想〉 

☆人の誕生から始まり、スケールが壮大な展示が見られた。 

牛丼屋にプライベートで行ったら、牛丼「大盛+にんにく」を食

べます。(T) 

☆博物館の展示が色々見られて面白かった。 

もっと化石・生物恐竜の勉強をしてから、また行きたいと思っ

た。(I) 

☆何十年ぶりに行ったら、かなり模様替えされていてスケール

アップしていた。 

昼食はコラーゲン入りの牛スジカレーを食べた。「Fそば」にも

寄り道した♪(K) 

博物館は昔行った時の方がワクワクした。 

今度は色々調べものをしてから行くとおもしろそうだ。(T) 

9月 2日 クッキング 
夏野菜カレー＆紅茶のプリン 

 
・ベジタブルがすごくおいしかった。トッピングに一手間かけ

て焼いたのが良かった。初パプリカ!!おいしかった。紅茶は 1.5

倍くらい濃くした方が良いかも。 

・夏野菜はじめて(ズッキーニ) おいしかった。プリンらしさ

が出れば良かった。 

・片付けはチームプレイが出来ていて良かった。 

・カレーおいしかった。プリンいまいち？ 

・カレーにトッピングすることが普段ないからお店のように仕

上がって良かった。オクラ入れたのは初めて。存在感？想像ど

おりのプリンが出来た。紅茶の香りも感じられた。 

・パプリカ・ズッキーニ初めてだった。おいしかった。プリン

は見た目より良かった。 

・夏野菜カレー初めて。オクラ初めてだったけどおいしかった。

プリン甘くておいしかった。 

・初めて食べた。トッピングが新鮮。中辛＋甘口が良かった。

プリンは甘すぎた。 

・ひき肉にしたのが良かった。トッピングが良いアイディア。 

・夏野菜カレーは普段食べないから意外と良かった。おいしか

った。プリンは紅茶味茶わんむし？ 

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM3uybm88McCFUWglAod4nQMGA&url=http://1000enpark.com/park/tokyo/taitou/kahaku.html&bvm=bv.102537793,d.dGo&psig=AFQjCNF-1accq4PBIEsRHaC4vCOX70wYwg&ust=1442111940096209
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北区平和祈念販売イベント 

8月 6日 北とぴあ 

8 月 6 日、北とぴあでの「平和祈念イベント」に参加し
ました。作業プログラムで作成した小物等を販売するた
め、交代で店頭に立ち、呼び込みや接客を行ないました。 

☆お客さんの絶対的な数が少なく、珍しくお菓子なども
売れ残り、苦労しましたが、皆で協力して努力できたと
思います。(寝児島) 

☆初めての平和祈念販売でしたが、楽しく販売できまし
た。男の子が私の描いた絵を気に入って買って下さり、
その表情が面白くて嬉しかったです。(M.M) 

☆今回はお客様が少なかったようですが、それでも楽し
かったです。(ちくわぶ) 

☆天気が良かったのがいいのですが、くるお客様が少な
かったのがざんねんです。(桜) 

☆お客様への商品の説明や呼び込みは難しかったですが、
楽しく参加できました。(ブレンダ) 

介護職員初任者研修講座が終了 

3 ヶ月にわたって開講された介護講座の修了式が 9 月 14

日に執り行われました。 

試験前には不安の声が聞こえ、自習に励む姿も見受けら
れました。 

みなさん、おつかれさまでした！！ 

✦介護職に就くかどうかは別にしても、介護の知識・技術を身に
つけることは、高齢社会の日本で生きる私たちにとって必要なこ
とだろうと思いました。(ブレンダ) 

✦長い時間の講習も、実際には仕事として行う上で良い経験に、
又、社会的にも勉強になりました。(Y.M) 

✦今回復習で参加させてもらい、復習できてよかったです。あり
がとうございました。（S） 

✦いろいろなことを学びました。けど学ぶことがおおくて忘れそうです。
ですが復習をして忘れたら思い出していきたいと思います。（U） 

✦約 3ヶ月と受けてきましたが、講座が始まった頃は先が長い、着いてい
けるかどうかと不安でしたが、過ぎてみればあっという間でした。（W） 

リボーンプロジェクトの模様替えと諸規定を統一 

4 月にあかばね就労開拓校はリボーンプロジェクトと

の合併のため、赤羽から障害者福祉センターへの移動が

ありました。あかばね就労開拓校はプログラムコースと

名前を替えて半年が経ち、慣れてきたところでしたが、

9月 14日模様替えしました！！ 

これまでプログラムコースは、室内が狭く、席も足り

ずにお誕生日席の人がでることもありましたが、模擬企

業コースのスペースに移動したことで広く、確実に席が

確保されるよう

になりました。

さらに、プログラムの時間や手当の支払い、服装の規則

なども違ったままでしたが統一されました。 

初日は、違和感がある、落ち着かない、と話している

方もおり、変更点が多く戸惑われていましたが、徐々に

慣れて同じリボーンプロジェクトの一員として穏やかに

時間を過ごせるようになれたらと思います。 

就労移行支援事業 

〒114-0032 東京都北区中十条 1－2－18 

北区障害者福祉センター４F Tel：03-5963-6888 

ど根性アサガオ成長日記⑤ 

栄養不足なのか・・・日当たりが悪いのか・・・。

花を咲かせることなく枯れてしまうのかと皆

を心配させていたアサガオですが、やっと開

花しました。ど根性アサガオの底力です！！

「オレの夏はまだまだ終わらないぜ！！」 

 

まどかの初個展 
『〝ふぁんたこりあ〟な世界』展 

 
出展者 三位まどか 

とき 9月 30日（水）～10月 15日（木） 
※休館日 10月 5日、12日、13日 
じかん 火～土曜 9：00～20：30 

日曜 9：00～16：30 
ところ 北とぴあ 6階ギャラリー 
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職場定着支援 
～就職後でも安心して働くためのサポート～ 

模擬企業コースでは、模擬的な職場環境を通しての業務体験やビジネスマナーの取得を目指して日々の活

動を行っていますが、実際に就職をした後でも、ご本人が安心して働き続けることが出来るように主に 2つ

の支援を行っています。 

 

①職場環境調整とは、就職された方の職場に訪問させ

ていただき、業務の様子や対人場面におけるコミュニ

ケーションの取り方などを見た

り、ご本人に業務についての困り

感を聞いたりして、その解決のた

めに就職された企業の担当者の

方にお伝えをして、職場環境の相

談・調整をしたりしています。ご

本人と企業の方の緩衝材のよう

な役割をすることで、円滑な職場環境を整えることが

出来ます。

②定期面談では、就職された方に月に 1度程度来所し

ていただき、どのような業務を担当しているのか、職

場で困っていることはないか、日

常生活に変わりはないかなどの

お話を聞かせていただき、継続的

に働くことが出来るような確認

やフォローをしております。仕事

をし始めて、徐々に自信がついて

いくご本人の話を聞くのはとっ

ても刺激的で、同じ社会人として、自分ももっと頑張

らなければと自戒の念を感じます。 

＜企業見学の感想＞ 

◆第一生命チャレンジド株式会社 
★北区内の特例子会社を見学しました。印刷グループで、名

刺の印刷の工程を説明してくださいました。機械ですばやく

作成していらっしゃいましたが、一番大事なのは、最後の検

品で、それは人の目を使うとのことでした。そして一箱分 100

枚の名刺のたばをパッと一瞬でめくって目をとおしていら

っしゃいました。そのスピードには驚きましたが、

人の目というのは、けっこう良くミスなどが見え

るそうです。質問の時間には丁寧に答えてくださ

り、雰囲気の良さが伝わってきました。なごやか

さに最後は緊張もほぐれました。（O.H） 

★指示を出さず、自発的行動を促すという事は、

個人の意思を尊重しており、向上心を高めるとい

う点ではとても素晴らしいと思いますが、自分から動く事が

苦手な人や、指示をされた方がスムーズに仕事をこなせる人

にとっては、負担になるのではないかと感じました。（K.M） 

★健常者、障害者の方が一緒に働いていて見分けがつかず、

「仕事の指示がなくても自分で自発的に仕事に取り組む」と

いうところにプロフェッショナルを感じました。「自分で乗

り越えられることは、乗り越える様にする」、「考えて行動す

るということが大切である」「わからないからと言って甘え

たら仕事を覚えない」と言うお話を聞いて、自分でも常に心

掛けていることではありますが、リボーンで取り組んでいる

ことに間違いがないと思いました。一部、見学できなかった

フロアがあったのは残念でした。（Y.K） 

 

◆ALSOKビジネスサポート株式会社 
★警備会社系列の会社への訪問だったため、緊張しました。

オフィスの見学の際、ミニ作業体験をしたが、実際の職場で

の作業となると、模擬企業での作業とは違ってと

ても緊張しました。社長に質問した際、社員の症

状はほとんど安定しているということだったので、

自分も症状が安定していきたいと思いました。

（Y.Y） 

◆株式会社フロンティアチャレンジ 
★職業時間について、求人票では週 40時間となっ

ているが、週 20 時間からでも働き始める人がいるというこ

とを知ったが、他の会社でも同じようなことがあるのではな

いかと思った。オフィスの様子については、オフィスの状態

清潔で職員たちがきちんとしていて、好感を持てました。

(Y.Y) 

★会社の内容や事務の説明を聞けてよかった。これからの就

職に生かしたいと思いました。これからの自分の情報として

思っておきたいと思いました。(K.I) 

★今日、初めて職場見学に行きました。（株）フロンティア

チャレンジさんの職場の雰囲気がとても良く感じました。次

回もありましたら、参加させて頂きたいと思いました。(I.Y)

 

就労移行支援事業 

〒114-0032 東京都北区中十条 1－2－18 

北区障害者福祉センター４F Tel：03-5963-6888 

①職場環境調整 ② 定 期 面 談  
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第 7回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時  ： 2015年 10月 27日（火）16:00～17:00 
場 所   ： 障害者福祉センター ４階 自立訓練室 

内 容   ： 自分を知るために 
（ご家族の方もたまには、ご自分を知ることはいかがでしょうか） 

個人面談会 ： ※（事前にお申し込み）17:00～ 

連 絡 先 ： TEL  03－5963－6888  FAX  03－3906－9997 

労働者派遣法「改正」法は、9 月 11 日衆議員本会議で採決されたことに対し、ＮＰＯ法人派遣労働ネットワーク（理

事長・中野麻美弁護士）は声明を発表しました。その声明の主な部分を掲載します。 

労働者派遣法は、労働組合・労働者の強い反対を押し切って

1986 年に制定されたもので、職業安定法 44 条の労働者供給事

業禁止規定の例外として派遣という働き方を認めました。しか

し、この働き方は、商取引（労働者派遣契約）が雇用や労働条

件に事実上の影響を及ぼし、労働が競争入札にかけられるなど

「買い叩き」をすすめることから、利用は厳しく規制されるべ

きだとされてきました。 

これに対して今回の改正は、「無期雇用派遣」は、常用代替

の例外としてフリーに利用できるようにし、「有期雇用派遣」は、

これまで原則１年で３年が絶対的上限だった期間制限を「意見

聴取」さえあれば長期の派遣受入を可能にするもので、「常用代

替防止」の基本趣旨を否定する「正社員ゼロ法案」として手厳

しい批判がなされてきたところで

す。国会審議においても、唯一歯

止めとなる「意見聴取制度」が過

半数組合・過半数代表者の反対を

押し切って一方的に受け入れを継

続しても許されてしまうことが明らかになるな

ど、常用代替防止が「絵に描いた餅」でしかな

いことが明らかになりました。 

 政府は、この法案を、派遣事業をすべて許可

制にして、派遣労働者のスキルアップと雇用の

安定（無期雇用化や派遣先の直接雇用化）を促

進し、待遇改善をはかるものだと説明していま

す。しかし、本当に派遣労働者が求める安定し

た雇用保障を実現するものかといえば、派遣先

の直接雇用化も無期雇用化も、ハードルがいく

つもあることが明らかになりました。産業界は、派遣を期間制

限なく利用したい意向ですが、労働者の雇用は法制定以来細切

化して、３か月の契約が「長期のお仕事」になっています。派

遣の長期利用は、短期で使い捨てしてどんどん人を入れ替えら

れるようにすることによって成り立っています。 

「改正」法では、派遣先に雇用する努力義務が課せられている

だけで、派遣元の雇用安定化措置の適用を受ける労働者の範囲

も限られます。そもそも無期雇用派遣でさえ、労働者派遣契約

が終了したときには仕事を失うことになりますが、許可条件で

「契約終了のみを理由として解雇しない」とされても、賃金な

ど待遇が下がることへの規制はありません。このような雇用を

「安定雇用」とは言いません。 

そして、教育訓練や正社員化を促進し、均等待遇を実現する

というなら、何より、それを求める派遣労働者が権利の主体と

なって自らの経済的地位や労働条件の向上のために派遣元・派

遣先に働きかけることが必要ですが、これらの義務は公法上の

義務であって契約上の義務ではないとされ、交渉にもハードル

があります。国会ではこれらの問題が議論され、派遣労働者の

雇用安定化に向けた抜本的な対策の必要が明らかにされました。 

派遣労働ネットワークのアンケート調査（2013年）では、80％

が年収 300 万円に届きません。前月の月収平均は 17 万 4,444

円、前年の年収平均額は 213万 340円で、連合が試算した最低

生計費にも及びません。賃金は、調査を開始した 1991年以来ず

っと下がっていて、貯金を取り崩したり、保険料の減免を求め

たり、家賃などを滞納したりしながら、生計を維持しています。

いま子どもの６人に一人が貧困のなかにおかれていますが、こ

の所得では、子どもを育てることはできません。低賃金だから、

ダブル・トリプル・ワークで、くたくたになっています。病気

になっても「患者」になることさえできません。まして、高い

所得につながる技能を身に着ける

ような時間もお金もありません。 

また、派遣では仕事と生活が「両

立できない」という人は８割近く

にのぼります。できない理由は、

４１％が「収入が充分でない」からです。子ど

もを産んで雇用を失い、雇用を失ったから子ど

もを保育所に預けられない、預けられないから

働けません。買い叩きの究極の形態なのに、仕

事と生活を両立させて専門技能を発揮して働け

るといって解禁した登録型派遣（有期雇用派遣）

の根拠はなくなっています。 

 私たちは、派遣労働者の現状と職場を取り巻

く厳しい環境を改善して格差と貧困を解消する

ために真に必要な法見直しを求めてきました。

本日衆議院本会議で可決された「改正」法には、多くの欠陥と

修正すべき事項が多々あり、参議院付帯決議が前代未聞の多数

項目にわたっているのもそのためです。労働関係法は、公労使

の協力がなければうまく運用できません。まして労働者に不利

益を強いる規制緩和には労働者の納得が必要です。多くの疑問

や批判が寄せられるなかで、しかも、「準備と周知に相当な時間

が必要なことを考えれば、円滑な施行は不可能で、現場は大混

乱に陥る。欠陥だらけで、廃案にすべき法案であることは明ら

かだ」とする反対討論にもかかわらず、多数に頼んで可決させ

ることもまた、憲政史上前代未聞の暴挙というべきです。 

ここに、改めて強く抗議の意思を表明します。あわせて、政

府には、国会審議において明らかになった「改正」法の欠陥や

問題点をふまえ、多数の項目にわたって付帯決議がなされてい

ることを深く受け止め、その内容を政省令・指針に盛り込むよ

う強く要請します。 

NPO法人派遣労働ネットワーク 
理事長 中野麻美

 

「正社員ゼロ法案」の暴挙 

労働者派遣法「改正」法採決に対する声明 
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精神病は自分とは関係ない⁉① 
みなさんは精神病などというと、全く自分とは関係のない病

気であると考えている人が多いと思います。私も大学に入学し

たての頃は慶應大学に現役で合格したのですから、受験競争に

勝って、明るい未来が約束されたと信じていました。 

 一流の大学に入り、一流の教育を受けて、一流の企業に入社

してと、あたかも自分の目の前には、レールが敷かれているか

のように考えていました。時代はバブル経済崩壊直後、平成 4

年まだまだ売り手市場の就職戦線でした。今から 20 年以上も

前の話です。 

 私は大学入学後探検部というサークルに所属していました。

大学 1 年の夏、生まれて初めて先輩に

ついて、海外に出ました。マレイシア

領ボルネオ島コタ・キナバルという町

が私の初めての海外経験でした。その

後数回に渡ってボルネオ島に遠征しました。文学部だったら、

フィールドワークをしていたということで済んだかもしれな

い。しかし、私は理工学部でした。 

 探検活動には当然、お金がかかります。私はバブル経済の中、

先輩の経営する運送会社や調査会社の交通量調査、いろいろな

アルバイトをしました。深夜の地下鉄の工事現場の廃材運び、

学習塾の講師もやりました。 

 海外で活動し、本物の赤道直下のジャングルに魅せられた私

は、大学の講義や実験がつまらなくて仕方ありませんでした。

そこで、講義にはほとんど出ず、部室に溜まっては昼間から酒

を飲んだり、アルバイトに明け暮れて、長期の夏休みにタイ、

マレイシア、シンガポール、インドネシア、ブルネイなど東南

アジアに遠征したり、西表島のジャングルや、富士の樹海歩き

など自分の興味の赴くまま自由に、危険な事もしていました。

それで、専門課程に進む頃には、理工学部では完全に落ちこぼ

れになってしまいました。 

 3 年を 3 回やって、なんとか 4 年生に進級した時には、2 回

も留年していました。学部の友人は修士に行ったりして私は孤

立していま

した。1度目

の 4 年生の

とき、それで

も、東証一部

上場企業に

内定を得る

ことができ、

単位も卒業

研究だけでした。ところがまたしても、ここで滑ってしまいま

した。指導教授に落とされてしまったのです。同じ研究室の 4

年生を 3人も落としたのです。学力が足ら

ないからというのが、主な理由でした。私

は会社に呼び出され、内定を取り消すと宣

告され、付き合っていた女性には愛想を尽

かされ、平成枯れすすきのようになってしまいました。面子丸

潰れでした。実際このとき落とされた三人は一人が中退、一人

が交通事故で死亡、私しか卒業できませんでした。 

 父親が「おまえどこかおかしいのではないか？」と私を疑い

始め、2 度目の 4 年生の春、平成 4 年頃、東京医科歯科大学病

院へ無理矢理連れていかれました。 

内科的にはどこにも異常がなかったので、精神科に連れて行か

れ、激しく抵抗したのですが、尻に一発注射を打たれ頭の中が

真っ白になってしまいました。それから、投薬治療が始まり、

薬なしでは生きられない体になってしまいました。後に出会っ

た臨床心理士のケースワーカーさんの話では、正常な人でも精

神科に行き、投薬されると精神病になるということがある。と

聴かされました。当時の私の病名は「抑うつ状態」ということ

でした。医師からは「自分にあった薬をみつけないか？」と入

院を勧められましたが、私は断りました。 

精神病という病気はいつでも、誰でも、なりうる病気であると、

みなさんも認識していたほうがよいと思います。    

 

9月はたらっくす報告 

 9月のはたらっくすは 19日（土）の 17～19時に行われ、

4名の参加でした。初参加の方が 1名参加して下さり、つつが

なく終わりました。 

 私は 9 月 12・13 日と共同連全国大会北海道大会に参加し

て、多大な良い影響を受けて帰って来ました。共同連とは「障

害者も健常者と同じ様に働こう」という理

念の、全国単位の連合会です。 

 それで考えた事の 1つは、今、ヘルパー

で支援させて頂いているAさんの事でした。 

 Aさんはバスに乗ると、椅子に座りたが

ります。ですが、いつもバスが混

んでいる時間で、なかなか椅子が

いつも空いている訳ではありま

せん。空いている椅子がない時には

「今日は椅子は空いてないね」と話

し掛けて、我慢して貰うより他はありませんが、Aさんは、座

っている方にそっと手を触れたりして、いつも結局は円満に座

れるのです。私は、こういった時に、どう対応して良いかが判

らなくなります。それは「本当は、立っているべきだった」と

いう私の思い込みがあったからです。ですが、鑑みてみれば、

ここに何も問題はないのです。誰も全く

感情を壊す事なく、事は済んでいるので

すから。逆に、この様な「生きるための

スキルを持っている」という事は、素晴

らしい事ではないでしょうか。 

 そんな事を思えたのは、大会の分科会で「共育・共学」に参

加して「障害者も健常者と同じ学校で一緒に学ぶべきだ」とい

う理念に接して、又、涙ながらにその経過を話して下さった、

障害者の保護者の方々に接したからです。「当たり前に普通に

生きて行くためのスキルを学び、磨くべきだ」と、この分科会

で教えられたのでした。次回は 10月 10日（土）行われます。 

一流の大学に入り海外探検に 

内定取消しから注射・投薬で発症 

生きるためのスキルを 

もつ素晴らしさ 

（E.H） 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.jtb.co.jp/lookjtb/special/charter/kansai/images/osa-detail-figure-borneo.jpg&imgrefurl=http://www.jtb.co.jp/lookjtb/special/charter/kansai/&h=280&w=390&tbnid=8oWe8XYeZLd_3M:&docid=WUzoyRZWzRhryM&ei=EloDVp24FsK4mAXniK7QAQ&tbm=isch&ved=0CGAQMyg6MDpqFQoTCJ2Ji6nKjsgCFUIcpgodZ4QLGg
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台風 18号の影響で、茨城県で鬼怒川が決壊、宮城県でも渋井川が決壊しました。これ

は農場で働くリボーン OBのうこっけいさんからの時々刻々のたよりです。 

 

雨日和 9/08 

台風の影響で、毎日雨日和で、農作業チームの仲間に聞くと作

物の生育にも影響が出てきてるみたいです。 

社長によりますと、野菜には、気温より日照時間の方が大事な

んだそうです。けれど一方で、日本の農業には、梅雨と秋の台

風の雨がないと、作物は育たないそうでもあるそうです。 

「稲妻」と言う言葉も、稲には雷雨が大切なパートナーである

証拠ですよね。 

 

夏野菜 9/10 

９月に入ってからの天候不順では、日照時間と低温で、夏野菜

に影響が出ているそうです。 

トマト、ゴーヤは、ちょっと厳しいそうです。 

大丈夫そうなのは、ナスとピーマンかな？

とのことです。 

後は、空芯菜とオクラをどれくらい引っ張

れるか…。 

秋冬野菜への影響については、また明日、

連絡して聞いてみます。日照時間の短さと

低温に対しては、なかなか対策は難しいそ

うです。 

えか農場は、無農薬・無化学肥料での露地

栽培ですので、季節の旬の野菜を育ててい

るので、自然災害には、かなり影響を受け

てしまいます。 

 

えか農場 9/11 

スーパー等では、野菜が高騰していますね。 

えか農場でも、トマトには虫の被害の他に、長雨で低温多湿の

ためか病気も見られるそうです。 

ゴーヤは厳しいそうです。オクラも来週以降はどうかな？ 

キュウリも雨水による水分過多で、難しいかも知れない。ちな

みに、日照時間の短さや低温多湿に対しては、特に何もしてい

ないとのことです。

無農薬栽培なので、仕方ないそうです。それでも、水はけの良

い土だったからなのか被害は小さかったそうです。雨水で土壌

の栄養分が流されてない？ 追肥はするの？と聞いてみまし

たが、今のところ特に何もしないとのことです。 

えか農場は無化学肥料のため、独自に開発した肥料「えか５」

を撒いているのですが、そのためか土が良いみたいです。 

 

土と水 9/12 

９月の長雨で野菜が高騰していますが、えか農場では、それほ

ど影響を受けずにすみました。 

理由を、いろいろ話し合ったのですが、えか農場は土と水がキ

レイだからかなぁ～！との結論になりました。 

えか農場では、無農薬栽培ですので、土が汚染されていません

し化学肥料も使っていませんので、土が甘

やかされていません。やはり、良い野菜作

りは良い土作りからなのかも知れません。 

それと水！ 

えか農場に散布している水は井戸水なん

です。 

キレイな土とキレイな水が、強い野菜を育

てているのかも知れませんね～。 

 

ところで、秋祭りの季節ですねぇ!!五穀豊

穣のお祝いですねぇ!! 

農業をしていると、より実感しますね。日

本人て、お祭りが大好きですよね～。 

政治のことも「まつりごと」と言いますし。 

祭り囃子の笛・太鼓の音が流れて来ると、わくわくして来ま

す!! 

お祭りは、隣近所と言った共同体や日本人としての連帯感も深

めてくれますよね～。 

ただ、祭りの後は寂しいですよ～!!私の地元の秋祭りは来週の

週末からです。 

今から楽しみです!!夜店で、アンズ飴を買おうかな～。 

 

雨日和 
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グループホームわくわくかん 

グループホームわくわくかんは、男性 2 名・女性 3 名の方が現在入居中

です。長らく空き室が続いていましたが、残り 1 部室になりました。その

お部屋に体験中の Nさん、今まで入院生活が長く、一人切りで夜を過ごす

ことがなかったので、体験中は寂しさとの格闘です！ 

そんな Nさんの様子をメンバーは心配し、S さんは、異変を感じると世

話人に部室に行ってあげるようすぐに連絡をくれます。Y さんは、深夜ト

イレットペーパーが無くなってパニックになった Nさんのために、時間を

厭わず届けてくれました。I さんは持ち前の詩をプレゼント! ヘルプ―の

皆さんも Nさんを助けてくれます! 本当に温かいホームです。 

就労支援センター北わくわくかん 
登録者 （2015 年 7 月末） ５２１名 

就職者  2 名（コールセンター・PC 入力） 

先月 ご協力いただいた皆様 

北区障害福祉課・北区社会福祉協議会・北区障

害者福祉センター・東京都障がい者就業支援事

業所の会・東京都心身障害者福祉センター・ハ

ローワーク王子・池袋・明治大学日欧社会的企

業比較研究センター・ワーカーズコレクティブ

ネットワークジャパン・日本労働者協同組合連

合会・社会的企業研究会・ソウル宣言の会・日

本協同組合学会・共生型経済推進フォーラム・

NPO 法人希望の種・パルシステム連合会・生活

クラブ共済連・ドリームヴィ・（株）DI 

他多くの方にご協力いただきました。 

▼編集後記▼ 

第 18 回松本清張賞（2011）の最終候補作になった丸山正樹の『デ

フ・ヴォイス』（文春文庫）が年頭から読書履歴管理サイトで評判

になり「読みたい本ランキング」に登場するようになった。聴覚

障がいの世界を生きる人々を描いたこのミステリー小説は思わぬ

世界に案内してくれる。「ろう者」の間に生まれた耳の聞こえる子

供を「コーダ」と呼ぶ。「デフ」はろう者を「言語的少数者、独自

の文化的集団」と志しが高く日本語は第二言語にすぎない。43 才

でハローワークに駆け込む男の手話通訳士をめざす物語だ。 
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